西日本旅客鉄道㈱と石井食品㈱
新たな地域加工食品の共同開発で地域活性化！
2017 年 11 月 1 日（水）より数量限定で販売開始
2017 年 10 月 31 日
西日本旅客鉄道株式会社
石 井 食 品 株 式 会 社
西日本旅客鉄道株式会社（大阪府大阪市北区 代表取締役社長：来島達夫 以下 JR 西日本）
と石井食品株式会社（千葉県船橋市 代表取締役社長：長島雅 以下石井食品）は、一次産業の
振興による地域活性化を目指し、地域で発掘した素材を用い新たな地域加工食品を共同開発す
ることといたしましたので、お知らせいたします。
１．本取り組み概要
JR 西日本グループは、
「JR 西日本グループ中期経営計画 2017」において掲げた「地域共
生企業」となるべく、西日本の新たな地域産品の開発に取り組み、新たな産業を振興し雇用
を創出することにより地域活性化に貢献することを目指しています。この取り組みの一環と
して、陸上養殖による水産物「お嬢サバ」
「オイスターぼんぼん」
「べっ嬪（ぴん）さくらま
す うらら」をプロデュースしています。
“イシイのおべんとクン ミートボール”でおなじみの石井食品は、産地に赴いて地域の
良い素材を厳選し、素材のおいしさを活かす“無添加調理”で商品づくりを行っており、地
域の一次産品を使うことにより地域活性化を目指しています。
この度、産業振興による地域活性化への取り組み趣旨が一致したことから、両社は地域の
素材を発掘し、新たな地域加工食品を共同開発して地域活性化に貢献してまいります。なお、
商品には「いいち星」ブランドを冠して販売いたします。
２．商品及び販売概要

商 品 名

地域素材
商品特徴
販売価格
販売個数
販売期間

ｻｸﾗﾏｽの寿司めしの素
ｻｸﾗﾏｽのまぜごはんの素
ｻｸﾗﾏｽのｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙｺﾝﾌｨ

今年採れた
京都京丹波産
炊き込みごはんの素
銀寄栗ごはん

今年採れた
京都京丹波産の
銀寄栗の甘露煮

京都府京丹波町の「栗」
富山県射水市産の
（品種：銀寄（ぎんよせ）
）
「べっ嬪さくらます うらら」
※参考資料 3 をご参照下さい。
各 620 円（税抜）
1,350 円（税抜）
1,800 円（税抜）
約 5,500 個（3 種計）
約 1,040 個
約 700 個
11 月 1 日（水）
11 月 1 日（水）
12 月 15 日（金）
～11 月末頃
～11 月末頃
～12 月 30 日（土）
※売り切れ次第終了

※売り切れ次第終了

※売り切れ次第終了

金沢駅 おみやげ処金沢
えきべん処金澤
新大阪駅 エキマルシェ新大阪
富山駅 おみやげ処富山
芦屋駅 改札外連絡通路
販売場所
新高岡駅 おみやげ処高岡
ジェイアール京都伊勢丹
ジェイアール京都伊勢丹
道の駅 京丹波 味夢（あじむ）の里
玉川高島屋 S・C
※販売期間は販売場所によって異なります。詳細は参考資料 4 をご参照下さい。
《お問い合せ先》
西日本旅客鉄道株式会社 広報部（報道）
TEL:06-6375-8889
石井食品株式会社
広報担当(蜂谷・阿部) TEL:047-435-0141

参考資料 1

会社概要

◆JR 西日本
(1) 商 号
(2) 所在地
(3) 代表者
(4) 資本金
(5) 設立年月
(6) 主な事業内容

西日本旅客鉄道株式会社
大阪府大阪市北区芝田 2-4-24
代表取締役社長 来島 達夫
1,000 億円
1987 年（昭和 62 年）4 月
運輸業、流通業、不動産業、その他

◆石井食品
(1) 商 号
(2) 所在地
(3) 代表者
(4) 資本金
(5) 設立年月
(6) 主な事業内容

石井食品株式会社
千葉県船橋市本町 2-7-17
代表取締役社長 長島 雅
9 億 1,960 万円
1945 年（昭和 20 年）5 月
食品製造業

1946 年千葉県船橋市にて佃煮製造を開始し、真空包装品・煮豆小袋を発売。
その後、1970 年に業界初の調理済みハンバーグ「チキンハンバーグ」を発売。
1974 年には「ミートボール」を発売。その他、幅広い加工食品を展開しています。
素材本来の美味しさを最大限に引き出すため、無添加調理(製造過程においては
食品添加物を使用しておりません)に取り組んでおり、味や色そして食感など、
素材のもつ本来の力を生かす調理と技術・本物の美味しさの追究を行っています。
そのため、良質な素材は欠かせません。
また、独自のトレーサビリティシステムを構築しており、商品に使用している素材がいつ・
どこで作られたのか、パッケージに書かれている「品質保証番号」と「賞味期限」を当社ホー
ムページにて入力すると、その製品の情報をすぐに知ることができます。
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地域素材の概要
◆富山県射水市産「べっ嬪さくらます うらら」
富山県で「ます寿司」の原料として使われるなど昔から親しまれてきたサクラマスは、その
名前と川に遡上する時期から「春」の季節に馴染みが深く、漁獲量の減った現代においては希
少な魚とされています。
サクラマスを使った食文化の復興を目指す富山県射水市では、大門漁業協同組合が射水市を
流れる庄川の伏流水を使って採卵・孵化・稚魚の陸上養殖を行い、その後場所を移し堀岡養殖
漁業協同組合が富山湾の水深 100m から汲み上げた海水を使って成魚の陸上養殖を行っていま
す。伏流水と水深 100m から汲み上げた海水を使って陸上養殖することにより、寄生虫が付き
にくく新鮮なまま生で召し上がって頂けるほか、サケ科特有の臭味が少ないのが特長です。ま
た、伏流水を使って陸上養殖することにより、稚魚が海水に適用できるようになる銀化（ぎん
け）現象が起きやすいため早くサクラマスになり、養殖期間 1 年半程度で春から出荷できます。
サクラマスの陸上養殖を推進する射水市と、地域産品の開発による産業振興を目指す JR 西
日本は、地域活性化への取り組み趣旨が一致したことから平成 29 年 4 月に連携を開始。これ
に基づき、射水市で陸上養殖されるサクラマスに JR 西日本が「べっ嬪さくらます うらら」と
名前を付けてプロデュースしています。

◆京都府京丹波町の「栗」
（品種：銀寄）
京都府京丹波町は本州の中央部という位置と山に
囲まれた地形により、一日の温度差が激しくなります。
栗が自然の暖かさ・寒さを感じることで実がぎゅっと
しまり、美味しさが凝縮され上品な甘みとなります。
古くから栗の栽培に適している京都で作られる栗は
その美味しさから「丹波栗」として重宝されていました。
栗といえば「丹波栗」と言われるほどのブランドを持つ
丹波栗の代表品種は『銀寄』です。
銀寄は一つ一つの粒が大きく艶があり、甘みが非常に
強く品質が高い一方、風によって実が熟す前に落ちて
しまうなど栽培が難しいという一面もあります。
銀寄の仕入れ先である丹波農園では、栗の品種ごとに
プレートを付けるという管理の元、低樹高栽培や果樹を
等間隔で植えることによって高品質な栗を栽培しています。
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商品特徴と「いいち星」の概要
◆サクラマスの寿司めしの素
サクラマスをふっくらと焼き上げ、さわやかなお酢で味付け
した混ぜ飯の素です。千切りの昆布のコクと相まったまろやか
な酸味が、サクラマスのやさしい甘みを引き立てます。お酢独
特のツンとした香りは控えめに、ゴマの香ばしさを加えること
でより食欲をそそる一品です。
◆サクラマスのまぜごはんの素 生姜醤油味
サクラマスをふっくらと焼き上げ、生姜醤油で味付けした混
ぜ飯の素です。国産の刻み生姜が入り、風味豊かに仕上げました。
お酢の味付けとは一味違う、新しいサクラマスの食べ方です。
◆サクラマスのオリーブオイルコンフィ
サクラマスを贅沢に使用したイタリアン料理です。ガーリッ
クでほのかに香り付けしたオリーブオイルにサクラマスを漬け
込んでコンフィに仕立てました。お食事の一品としてはもちろん、
ワインなどのお酒との相性も抜群です。
◆今年採れた京都京丹波産 炊き込みごはんの素
銀寄栗ごはん（２合用）
京都府京丹波町で採れた銀寄栗を使用し、素材本来の風味を
生かしました。いにしえより天皇への献上品として扱われ、
寒暖差が激しい気候が育てた京都府京丹波町産の銀寄栗を使用
しています。栗本来の風味を生かすため、自社で栗剥き加工し、
甘い甘露煮にはせず、シンプルな調味料（京丹波の地酒、粗塩）
で仕上げた 2 合用の炊き込みご飯の素です。
◆今年採れた京都京丹波産の銀寄栗の甘露煮
京都府京丹波町で採れた銀寄栗を使用し、素材本来の風味を
生かしました。栗本来の風味を生かすため、自社で栗剥き加工し、
じっくり甘露煮に煮込んでいます。
また、加工する際にも、栗を鮮やかに見せる着色料や漂白剤、
また煮崩れさせないためのミョウバンなども使わず、自然の
色合い・風味を味わっていただける調理方法で仕上げています。

◆いいち星とは
JR 西日本が地域の生産者と協力してプロデュースする食のブランドです。
「いいち星」とい
う名前には、
「良い地」で輝く食材が地域を元気にする期待の「一番星」となることを目指す、
という意味が込められています。
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販売場所及び販売期間
◆サクラマスの寿司めしの素、まぜごはんの素、オリーブオイルコンフィ
販売場所
販売期間
金沢駅 おみやげ処金沢（金沢百番街 Rinto 内）
金沢駅 えきべん処金澤（金沢百番街あんと西内）
11 月 1 日（水）～11 月末頃
富山駅 おみやげ処富山（富山駅構内）
新高岡駅 おみやげ処高岡（新高岡駅構内）
ジェイアール京都伊勢丹地下 2 階=日配品売場
玉川高島屋 S・C 本館地下 1 階=味百選売場付近
11 月 8 日（水）～11 月 14 日（火）
※数量限定のため、売り切れ次第終了となります。

◆今年採れた京都京丹波産 炊き込みごはんの素 銀寄栗ごはん（２合用）
販売場所
販売期間
新大阪駅 エキマルシェ新大阪内 11 月 10 日（金）～11 月 12 日（日）
芦屋駅 改札外連絡通路付近
11 月 14 日（火）～11 月 16 日（木）
ジェイアール京都伊勢丹
11 月 1 日（水）～11 月 7 日（火）
地下 2 階=日配品売場
道の駅 京丹波 味夢の里
11 月 5 日（日）～11 月末頃
マルシェ
※数量限定のため、売り切れ次第終了となります。

◆今年採れた京都京丹波産の銀寄栗の甘露煮
販売場所
販売期間
新大阪駅 エキマルシェ新大阪内 12 月 15 日（金）～12 月 17 日（日）
芦屋駅 改札外連絡通路付近
12 月 18 日（月）～12 月 19 日（火）
ジェイアール京都伊勢丹
12 月 29 日（金）～12 月 30 日（土）
地下 2 階=日配品売場
道の駅 京丹波 味夢の里
12 月 27 日（水）～12 月 30 日（土）
マルシェ
※数量限定のため、売り切れ次第終了となります。
※パッケージはイメージです。

